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ライオンズクラブ国際協会には、 クラブ

を支援する数多くの資料が用意されていま

す。会員及び新クラブ・オペレーション課

（memberops@lionsclubs.org ）に連絡をす

るか、もしくはライオンズクラブ国際協会

のウェブサイトをご覧下さい。

（www.lionsclubs.org）所属地区のゾーン

及びリジョン・チェアパーソン、GMT/GLT

コーディネーター、各種スペシャリストな

どもクラブを支援してくれます。

会員の満足度調査ガイド
会員に満足してもらい、 戻ってきてもらう方法

はじめに

ライオンズクラブを健全且つ活発に維持するため、みなさんはクラブに所属

する人々の経験や期待について検討する必要があります。例えば、レストラ

ンに行き、そこが期待外れだったならば、そのレストランにまた出掛けるで

しょうか？ライオンズクラブも同じなのです！ 

新会員を歓迎するのと同様に、彼らがすぐにクラブの活動に参加できるよう

にすることが重要です。クラブの新会員が歓迎されている、居心地がいい、

そして地域奉仕に関与していると感じることが出来れば、彼らは長期に渡っ

てクラブに在籍することでしょう。 

調査によると、人々はさまざまな理由でライオンズの会員になります。

最も一般的な理由は： 

  • 自分の住む地域社会に奉仕するため

  • 特定の奉仕事業や慈善活動に関与するため

  • 友人と一緒に活動するため

  • 地域社会の指導者になるため

  • ライオンズの会員である家族と一緒に活動するため 

クラブの会員が求めている経験を、皆さんのクラブはどのように提供しています

か？

効率が良く、生産的で、しかも会員にとって意義のあるクラブを保ち続けれ

ば、多くのメリットがあります。

  • クラブが地域社会には不可欠であり、尊重されるようになる

  • 地域レベル及び国際レベルで奉仕を提供する能力を持つ

  • 個人として、職業人として成長する機会を会員に提供する能力を持つ

  • クラブが仲間との交流を提供する 

皆さんのクラブには一体感がありますか、それとも単に個々のライオンズが

集まっているだけですか？

クラブがクラブの使命声明文や目的、明確な目標を持ていることを確認して

下さい。そして、これらについてクラブの会員と明瞭且つ率直に話し合って

下さい。 

  • この活動に役立つよう、ライオンズクラブ国際協会のリーダーシップ関連

のウェブページでは、オンラインによる クラブ役員オリエンテーション

を提供しています。また、ライオンズ学習センターでは、 「目標設定」

のコースを提供しています。

クラブが繁栄しなければ、奉仕を提供することはできません。 

検索項目： 

このガイドの至るところで、
このアイコンと用語のリスト
が掲載されています。詳細及
びダウンロード可能な資料を
見つけるには、ライオンズク
ラブ国際協会のウェブサイト
の検索ボックスにこれらの用
語を入力して下さい。

�クラブ役員オリエンテー
ション

�ライオンズ学習センター

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
http://www.lionsclubs.org/
mailto:memberops@lionsclubs.org


ステップ1： 

自分の クラブの会員にとっての満足度を明確

にする

会員が充実した経験が出来るようにする為の最初のステップは、会員がライ

オンズであることから何を得たいと考えているかを知ることです。ライオン

ズであることを会員がどのように考えているのかを理解することが、皆さん

の活動の方向性を決めるのに役立つことでしょう。クラブ会員のニーズや要

望に基づいて変更を加えることが、会員たちに良い経験を提供する上で欠か

せません。

また、クラブが会員の満足度を測る方法も決めておくべきです。入会して1年

以上経過した会員が増えていますか？クラブを退会する会員が減っています

か？クラブの行事や奉仕に参加する会員が増えていますか？

  • 意見を求められると、会員は関与していると感じることが出来ます。会

員に次のように聞いてみてください。ここにクラブがある理由は何です

か？私たちの活動は、これを例証していますか？ライオンズの会員でな

い人がクラブの1年間の活動を見た場合、クラブにとって何が重要だと感

じると思いますか？会員の回答が変化していくかどうか、定期的に確認

するようにして下さい。

      • このガイドには、独自に変更ができ、クラブからの回答を得るのに

使える、会員へのアンケート用紙の見本が記載されています。

  • 過去に退会した人たちの退会理由を調べてみましょう。クラブの元会員

に連絡を取り、退会理由を聞くことを検討してください。このガイドに

はまた、元会員へのアンケート用紙の見本も含まれています。 

  • クラブの掲げている目的、目標、使命声明文が、現在のクラブ会員がク

ラブに求めていることを反映しているかどうかを注意深く検討します。 

クラブがまだ クラブ向上プロセス (CEP)

を行っていないならば、今こそ実施する

ことを検討してみて下さい。どのクラブ

も、このワークショップから恩恵を受け

ることが出来ます。CEPは、会員としての

クラブでの経験が、会員の期待に沿って

いるのかを知るのに役立ちます。 

CEPワークショップは、CEPライト又はCEP

プロという二つの形式から一つを選択して

実施することが出来ます。CEPプロとは、

ファシリテーターが進めるワークショップ

です。また、CEPライトは、クラブが単独

で進めるワークショップクラブで、クラブ

の会員がコーディネーター役を担います。 

CEPでは、次の3つの主要な作業が行われ

ます：

1.「地域社会奉仕ニーズ調査」を実施しま

す。この調査は、クラブが地域社会の満

たされていないニーズをよく理解し、

奉仕の対象となる人々にとって、クラ

ブのどの事業やプログラムが重要であ

るのかを判断するのに役立ちます。

2.クラブ会員に「あなたの評価は？」アンケ

ート調査に答えてもらいます。これに

より、クラブの長所と短所が判明し、

クラブの活動を会員の関心事と合わせ

ることが出来ます。

3.クラブがCEPワークショップで設定する

目標を支援する為の活動計画を立てま

す。
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� クラブ向上プロセス
� 地域社会奉仕ニーズ調査

�   あなたの評価は？

http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/me15b.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/club-excellence-process/index.php


会員と明瞭なコミュニケーションを頻繁に

取り、会員に意見を出すよう促します。ラ

イオンズ学習センターにある「 効果的な

傾聴」というコースは、会員のニーズにこ

れまで以上に対応できる効果的な聞き手と

なる手助けをします。

ステップ2： 

自分のクラブに合った 

会員の満足度調査計画を立てる

会員の退会というのは多くのクラブにとっての課題ですが、会員が退会する

理由はしばしば同じことのようです。このガイドでは、元ライオンズから退

会した理由としてよく挙げられる、5つの一般的な問題点を取り上げます：

  I.  非生産的な例会

  II. 個人的な理由

  III. 会員関係の問題

  IV. クラブの文化

  V.  奉仕

このガイドには、会員がクラブに所属し続けるよう促す幾つかの提案が掲載さ

れており、それらは自由に変更を加えることが出来るようになっています。

I. 非生産的な例会に対処する

クラブ例会では時間が有意義に使われている、と会員が感じる必要がありま

す。自分が無駄な時間を過ごしていると感じたい人はいません。

下記は、非生産的な例会に関して挙げられた、最も一般的な意見です：

  • 例会が非生産的であった

  • 例会が楽しくなかった

  • ライオンズクラブはあまりに封建的で形式ばっている 

  • ライオンズの慣習になじめなかった 

どのように例会を向上させますか?例会の計画を立てることで、会員たちは何

をするのかを理解できます。 

まず、クラブが例会を開く必要性があるのかどうか、ということを検討して

下さい。

  • クラブは何をする必要がありますか？情報を伝達するか、送付している情

報等について話し合いをするだけですか？例会では、この議題について会

員から即時に意見を得る必要がある、又は得ることが望ましいですか？そ

れとも、会員に時間を与えて考えてもらった方がいいですか？会員は情報

を今すぐに必要としますか？もしくは、待つことができますか？

      • オンラインによる例会をはじめ、形式的な例会をしないで迅速に意

見交換を行うEメールやその他のツールについて検討してみてくださ

い。
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http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
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例会前に：

例会の計画を立てる際に、回答を知っておく必要がある次の5つの質問事項が

あります。

  1.  私たちはなぜ例会を開くのか？

      • 例会の目的は、クラブ業務を行う為、社交又は広報の為ですか？ 

          • 必要とされる業務のみ行う– 活動していない委員会からの報告

や例会の議題と関係のない情報の報告は行いません。 

          • 自分のクラブの会員に合った例会のスタイルに変えます。会員

は形式的なプレゼンテーション、又は活発な話し合いを好みま

すか？

  2.  例会の長さはどれくらいか？

      • クラブの会員は、ライオンズの慣習や伝統を楽しんでいますか？排除

したいと思っているものはありますか？クラブの業務を行う上で、時

間をさらに生産的に利用することはできませんか？

          • 例会には現実的なスケジュールを立てますが、予期せぬ問題に

対応できるよう、時間には少し余裕を持たせて下さい。

  3.  いつ例会を行うのか？

      • 他の時間又は曜日なら参加者が増加するかもしれません。

  4.  どこで例会を行うのか？

      • 例会の新しい場所を検討してみて下さい。場所を変えることで、新

しい視点がもたらされることもあります。部屋の模様替えをするだ

けでも効果があります。

  5.  例会が終了するまでに達成させたいのは何か？

      • 例会の前までに、何について取り組むのかを会員に知っておいても

らえるよう、審議事項及び補助資料（例：財務報告書や前例会の議

事録）を配布します。会員に意見を出してもらいたい事項、又は前

回の例会であげられた懸念事項も含めます。会員の考えや意見を聞

き出せるように、柔軟に対応します。

上記質問にの答えが分かっていれば、皆さんは生産的な例会を組織し、議題

を作成し、必要な資料を準備することができます。ライオンズ学習センター

には、例会運営の方法をはじめ、効果的な例会の準備や例会の進行について

学べる「例会運営」というコースがあります。
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次のステップは、会員に例会について通知することです。

  • Eメール及び（又は）クラブの通常のコミュニケーション方法を用いて、

招待状/確認通知を送ります。その際には、議題及び補助資料を同封する

ようにして下さい。それにより、会員は実際の例会の前にそれらを検討

することが出来ます。 

  • 自分のクラブに例会の運営に関する基本原則がある場合には、必ずそれ

らをクラブのウェブサイトに記載すると共に、会員に配布するようにし

て下さい。特定の議事項目には「クラブ原則によって許可されているデ

ィスカッション」と述べることによって、それらの原則について言及す

ることも出来ます。

例会の計画を立てる上で検討すべきその他の事項：

  • 食事は必要でしょうか？軽い軽食又は飲み物で十分でしょうか？会員が

希望すれば、自分たちで食事を持ち寄ることが出来ますか？

  • クラブは、各例会ごとにプログラムがあることを希望していますか？ 

例会が始まったら：

  • スケジュールを守り、時間通りに終了しましょう！会員の時間は貴重で

すから、それを尊重して下さい。

  • 例会次第に従って下さい。会員は、それらに関する話し合いを予定し、

期待しています。

  • 例会に関するクラブの原則に従って下さい。 

  • 最も重要な情報を提示して下さい。審議事項及び補助資料によって会員

は既に内容を受け取っています。つまり詳細を欲しいと思っている人々

はそれを持っているのです。

  • 次回の例会の時間、場所、目的について言及して下さい。

例会後、及び次の例会までの間：

  • 情報伝達においてテクノロジーを利用しましょう – クラブのウェブサイ

ト、ブログ、Eメール、ソーシャルメディアは全て、会員に迅速且つ効果

的に情報を伝達してくれます。会員と定期的にコミュニケーションを取る

と共に、常にフォローアップを行って下さい。アイディアを得る為に、ラ

イオンズのオンライン版の出版物を活用して下さい。
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http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk71.pdf
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例会プログラムについて：

業務を処理する例会とは別に、行事として何らかのプログラムを行う事を、

クラブは希望していますか？

  • コミュニティへの広報目的及び（又は）新会員候補者に対してクラブを

紹介する目的で、適切なプログラムを実施することを検討して下さい。 

  • クラブの奉仕目標に関連したプログラムの説明会等を、地域社会への啓

蒙イベントとして実施することが出来ます。奉仕を受ける人々又は関連

した奉仕を提供する人々を、クラブに招くのもよいでしょう。

  • ネットワークを目的とした行事をスポンサーします。人々と出会い、情

報交換をする為に、クラブが場所を提供し、行事を宣伝し、地元の企業

経営者や専門職の人々を招きます。

  • 公共の場所において、社交的なミーティングを開くことを考えてみて下

さい。会員にとって楽しいものとなりえると同時にクラブにとっても良

い広報になります。公園、動物園、ボーリング場などではどうでしょう

か？クラブがスポンサーしているか、又はつながりがある特定の場所が

ある場合には、そこを利用するのも妥当でしょう。

  • 時には、予定されていた例会の代わりに地域で広報行事を行うこともで

きます。対象とする人々の興味を引く行事を企画します。 

  • 他のライオンズクラブが成功した方法については、ライオンズクラブ国

際協会のウェブサイトをはじめ、ライオン誌、その他のライオンズ出版

物をご覧下さい。

II.個人的な理由に対応する

会員が個人的な理由で退会をする場合には、彼らの生活に何らかの変化があ

り、その生活の中でライオンズの会員であることの優先順位が低くなったと

いうことです。 

会員の生活は変化します。クラブは会員のニーズに対応していますか？全て

の変化に対応することはできませんが、ちっとした調整をするだけで会員を

クラブの一員として保つことができる場合もあります。 

また個人的な理由として挙げられた最も一般的な二つの回答は次のようなも

のです：

  • 会員としての時間的拘束があまりにも長すぎXた。 

  • 会費があまりにも高すぎた。 

時間的拘束： 

会員がライオンであることを楽しんでいない場合、彼らはライオンズをただ

の義務として見るようになります。以下はいくつかの注意事項です：

  • クラブが要求している時間は、有意義に使われていますか？1時間半の例

会の後、この内容ならば45分で同様のことが出来る、と会員は感じてい

ませんか？ 
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� ライオンズ・オンライン
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  • 特に、クラブが絶えず更新されているウェブサイト及びその他のソーシャ

ルネットワークをもっている場合には、皆勤の義務は必要でしょうか？又

は、その義務を排除し、会員のスケジュールに柔軟性を持たせることはで

きないでしょうか？

  • 例会の時間は、殆どの会員にとって都合が良い時間帯ですか？別の時間

帯で例会を実施することを検討してみて下さい。夕方に例会を実施した

後は、次の例会を昼食時にするというのも一案です。 

  • 例会の場所は中心的な場所であり、交通の便が良いでしょうか？もしく

は、例会の場所までの往復で、会員はかなりの時間をとられてはいませ

んか？

  • クラブの事業や資金調達活動には参加するが異なる時間帯に例会を行う

クラブ支部を結成するか、又はオンラインで例会を行うがクラブ行事に

は活発に参加するサイバー･クラブ 支部又は委員会の結成を検討してみ

て下さい。

  • 子供を預けるのが問題という会員がいる場合には、カブクラブのような

家族プログラムを始めるか、促進してはどうでしょう？10代の子どもが

心配という親がいれば、アルファ・レオクラブを作るのもいいかもしれ

ません。 

  • クラブは、メンバーが特定の活動にのみ参加することを許可しています

か？もしくは、クラブの全ての活動に参加することを義務付けています

か？

  • クラブは、会員がボランティアのために割いてくれている時間を尊重し

ていますか？

支出に関して対応する：

大抵の人々にとってお金は関心事の一つです。会費が高すぎると感じるのは、

費やしているお金が割のいいものではないと感じるからではありませんか？そ

れとも、単に金額が会員が出せる範囲以上のものではないからですか？以下を

検討してみて下さい：

  • クラブ会費について注意深く検討してみます。会費が安ければ、退会者

が減ると思いますか？クラブ会費の削減を埋め合わせすることは可能で

すか？ 

  • 各例会での食事を無くした場合、経費が減りますか？指定した例会でのみ

食事を提供する、食事の代わりに飲み物だけを提供する、もしくは例会が

終了した後に任意参加で食事を取るといったことも出来るでしょう。

  • 別の場所で例会を行うことで経費を削減出来ないでしょうか？

  • クラブが費用を全額負担でスポンサーしている活動の幾つかを、参加費

を取る形式、又はクラブが一部負担でスポンサーする形式に移行するこ

とを検討して下さい。

  • ライオンであることにかかる費用を減らすことが出来る、ライオンズク

ラブ国際協会のプログラムについて会員に説明しましょう。対象となる

ライオンは、学生、 レオ変換、家族会員のプログラムのいずれかを通じ

て国際会費の割引きを受けることが出来ます。同様に、クラブレベルに

おいても、会費の割引きプログラムを検討してみて下さい。

  • カブクラブ・プログラムを設けることで、例会又はクラブの行事に参加

している間の会員のベビーシッター代を無くすことが出来ませんか？

会員に満足してもらい、 戻ってきてもらう方法 7

� クラブ支部
�   カブクラブ・プログラム 
� サイバークラブ
� 家族会員プログラム

� レオクラブ・プログラム 

�   レオ変換プログラム

� 学生会員プログラム 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/family-membership/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/programs-mem-leoconversion.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/programs-mem-student.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/programs-mem-student.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/planning-projects/youth/leo-zone/sponsoring-a-leo-club/start-a-new-club.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/cyber-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php


III.  会員関係の問題に対応する：

下記は、会員関係の問題について最もよくある回答です： 

  • 若い会員が少ない 

  • クラブが家族の参加を奨励していなかった 

  • クラブが女性を公平に扱っていなかった

  • 仕事に繋がる人脈作りができなかった 

健全なクラブであるということは、会員の多様性を促す努力を積極的且つ進

んで行っている、ということです。ライオンズ学習センターには、「会員の

多様性の尊重」というコースがあります。 

  • クラブが現在行っている事業等を評価して下さい。クラブが企画したい新

しい事業は、新会員を惹きつけるようなものですか？例えば、ネットワー

キングイベントを企画することは、会員候補者にクラブをPRすると共に、

既存の会員にも様々な機会を提供する可能性をもたらすでしょう。

  • 若い人々をクラブに入会させる方法について学ぶには、「若手会員勧誘

ガイド」を活用して下さい。

  • カブクラブ、又はレオクラブといった家族プログラムを設けることが、

会員の子供や孫の参加を可能にするだけでなく、子供がいる若い人々の

入会をも促すかもしれません。

  • 若い会員の中には、両親や年配の親戚の世話をしている人々がいるかも

しれません。これらの家族の入会、又はクラブに留まることを奨励する

ため、家族をクラブに招待し、家族の参加を強調して下さい。

  • 委員会及び事業における指導的役割を、新しい指導者を育てる研修の場

とすることを検討してみて下さい。若い会員や女性会員は、これらの機

会を指導力育成の機会として利用することが出来ます。

  • 指導者の役割を果たす上でクラブが設けている必要条件を検討します。

この必要条件は厳格なものですか、それとも、これらの役割をメンバー

の多くが担うことの出来る柔軟なものですか？

  • 会員は、その時の自分の生活に合わせてクラブへの参加レベルを選択し、

必要に応じて調整することが出来ますか？若い会員を惹きつけ、維持する

には、柔軟であることが重要となります。 

  • ライオンズクラブ国際協会の会員オリエンテーション の資料を利用する

ことで、新会員は会員であることを通じ、ライオンズが何をもたらして

くれるかを十分に理解します。

  • 奉仕事業への家族の参加を歓迎しましょう。両親が奉仕活動をしている

間、子供が担える役割はありますか？

新会員が会員勧誘にためらいを感じなくなったらすぐに、他の人々を誘うよ

う奨励して下さい。また、新会員を2～4人の小さなグループで迎え入れるこ

とを検討してみて下さい。新会員は通常、一緒に入会した他の新会員との間

に共通点を見出し、仲間意識を持ちます。
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� キャンパスクラブ・プロ
グラム

� チャンピオンズ･ライオン
ズクラブ

� クラブ支部

� カブクラブ・プログラム
� 家族会員プログラム
� レオクラブ・プログラム
� ライオネス･ライオンズク

ラブ・プログラム
� ライオンズ学習センター

� ライオンズクエスト・ク
ラブ 

� 新会員オリエンテーショ
ン

� スペシャル・インタレス
ト・クラブ

� 若手会員勧誘ガイド

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-orient.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/planning-projects/youth/leo-zone/sponsoring-a-leo-club/start-a-new-club.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mpfm37.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ex800.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/ex800.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php


少人数で新会員を募るためには、ライオンズクラブ国際協会のクラブ支部プ

ログラムを活用しましょう。 

  • 地元の学校、短大や大学でキャンパス･クラブ支部をスポンサーして下さ

い。

  • クラブに元ライオネスがいる場合、もしくは元ライオネスを知っている

場合には、ライオネス･ライオンズクラブ 支部を結成してはどうでしょ

う。

  • 家族で一緒に活動することを望まない家族員 のためには、会員の家族で

の支部を結成するとよいでしょう。これにより、会員は家族会員の会費

割引きの恩恵を受けられると同時に、別々に活動することが可能になり

ます。

  • スペシャル･インタレスト・クラブ支部は、 共通の関心事に基づいて結

成されます。チャンピオン・クラブは、スペシャル・オリンピックを支

援し、 ライオンズ･クエスト・クラブは、子供たちの成功を見たいとい

う意欲が基盤となっています。 

  • または、単に自転車愛好家、愛犬家、料理好きの人々などといった会員

で構成される支部を結成することも出来ます。

支部はいずれは、新たな独立したライオンズクラブになるかもしれませんし、

希望であれば親クラブと一体化することも出来ます。

IV.  クラブの文化に対応する

ライオンズクラブは、会員が集まった団体です。会員の変化に合わせ、クラ

ブも調整を加える必要があります。新会員をクラブに関与させると同時に、

既存会員にもクラブに関心を持たせ続けることが目標です。

クラブ内の文化に関する問題で最もよく言われるのは、取り残されている気

がする、又はグループの一員である気がしない、というものです。

  • クラブ内の権力闘争的な側面が強すぎるように感じた 

  • クラブは古臭く窮屈に感じた 

  • クラブのリーダー陣が変わり、それが気に入らなかった 

  • クラブはあまりに封建的で形式ばっている 

  • ライオンズの習慣になじめなかった 

  • 懇親の機会が十分になかった

  • 入会後しばらくして、自分の存在がありがたいと思われていないと感じ

た

  • 居場所を感じられなかった

自分のクラブが会員にとって居心地のいい場所かどうかを考えて下さい。 

  • クラブの行っていることを既存会員に合うように調整して下さい。 現在

クラブが行っていることはクラブに役立っていますか、それともクラブ

にとって窮屈なものですか？

  • クラブのどの伝統、慣例、規則が、クラブのビジョンを支援していますか？

その他のものは役立っていますか？それとも、何らかの妨げになっています

か？

  • クラブの活動は、クラブの目標/目的/使命を反映していますか？会員で

ない人がクラブの活動を見た時に、クラブの目的を見て取ることが出来

ますか？それは、クラブのビジョンや会員の期待と一致していますか？

会員に満足してもらい、 戻ってきてもらう方法 9

�  クラブ役員オリエンテーシ
ョン

� 芽生えるライオンズ・リ
ーダーシップ研究会

� 指導力育成

� ライオンズ学習センター
�   会員オリエンテーション
� メンター・プログラム
� ウェビナー

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/lions-quest-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/special-olympics-lions-club.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/special-interest-clubs/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/family-membership/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/invite-members/programs-mem-lioness.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-campus.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/start-a-new-club/programs-mem-branch.php


会員一人ひとりが、クラブに貢献していると感じると共に、

彼らの貢献が重要であると感じるようにして下さい。

  • 会員から提案や意見が出された場合には、それに応答し

てください。そして必ずフォローアップをして下さい。

  • 全ての会員が、関与したいだけ関与出来るような環境を

作って下さい。

  • クラブ内での様々な機会を模索するよう、新会員を奨励

して下さい。彼らが最も楽しめるような分野から始めま

すが、指導力育成の一環として、委員会の関与は交代制

であることを明確にして下さい。

  • 新会員の歓迎をする際には「会員オリエンテーション」

を、また新しいクラブ役員の研修を行う際には クラブ

役員オリエンテーションといったように、ライオンズク

ラブ国際協会の資料を活用して下さい。 

  • メンター･プログラムの利用を奨励し、新会員のスポン

サーに加えて、クラブ内の会員をライオンのメンターと

して割り当てるとよいでしょう。これにより、新会員は

クラブ内に二人の連絡先を得ることが出来ます。

どの会員からの提案や変更案にも、前向きな対応をして下さ

い。

  • クラブの既存の奉仕事業は、アイディアとして、またク

ラブにとって何が功を奏し、何が成果を収めていないか

を知る指針として活用して下さい。しかしながら「私た

ちがしなければならないこと」のリストとしては利用し

ないことです。

  • クラブの活動及び計画の見直しを常に行うように心がけ

て下さい。既存のもの対する会員の評価、そして改善に

向けたあらゆる新しいアイディアを前向きに受け入れて

下さい。

近隣のライオンズクラブとの共同例会や共同奉仕事業を実施

して下さい。これにより、新しいアイディアや新しい視点が

生まれます。 

ライオンになったら楽しんでくれそうな人々と会った際には

いつでも、クラブへの参加を促すよう、各クラブ会員を奨励

して下さい。

ライオンズクラブ国際協会には、指導力育成に関する数多く

の資料があります：芽生えるライオンズ・リーダーシップ研

究会、 ウェビナー、ライオンズ学習センターからアクセス

できるオンラインコースなどが、継続的な指導力育成の機会

をライオンズにもたらします。 
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各会員が彼らの貢献が
価値あるものと感じる
ようにします。

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/lions-learning-center/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/webinars.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/development-programs/emerging-leadership/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-mentor.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/leadership-development/news-train-club-officers.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/strengthen-membership/programs-mem-orient.php


V.  奉仕に関する問題に対応する

どのライオンも、奉仕を提供することに関心があって、クラブに入会したの

です。これは、会員の共通点です。

奉仕に関する問題として挙げられた最も一般的な回答は、下記の通りです：

  • 地域への奉仕があまり重視されていなかった

  • クラブが自分の関心のある分野で奉仕をしていなかった 

  • 地域に奉仕する機会が十分になかった 

  • 資金獲得活動に重点が置かれすぎていた 

クラブの目標/目的が明確に示され、伝えられるようにして下さい。クラブが

どのような奉仕を行うのかを、会員は知っている必要があります。 

  • 会員がどのような種類の奉仕を提供したがっているのか、定期的にクラ

ブで調べて下さい。クラブの事業は、今の会員の関心や能力に合うもの

ですか？現行の奉仕活動は、会員が取り組みたがっているものですか？

  • クラブは、なぜ同じ事業に毎年取り組むのですか？それは「私たちがい

つもやること」だからですか、それとも、クラブはこの事業を楽しんで

いるのですか？ 

  • クラブのニーズに対応するよう、既存の奉仕事業に若干の変更を加える

ことは出来ますか？

  • これまでと同様の事柄に重点を置きつつ、地域のニーズに合ったクラブ

事業にすることが出来ますか？

  • 奉仕事業の規模を検討してみて下さい。年に1度、大規模な奉仕事業を行

っていますか、それとも、小さな行事を幾つか行っていますか？クラブ

にとっては、どちらが良いですか？地域にとっては、どちらが良いです

か？

  • 新たな事業を考察して下さい。同じ目的を共有する他のグループとの共

同事業を検討するのもよいでしょう。

クラブには、特別な関心事又は地域の行事に関連した新たな奉仕事業を企画

するという可能性もあります。

  • 公認奉仕プログラム、又はグローバル奉仕実施キャンペーンを行うこと

を検討して下さい。これらは、世界のどこかで既に成功を収めているプ

ログラムです。 

奉仕事業の新たな選択肢に目を向けてみましょう。クラブが「地域社会奉仕

ニーズ調査」を行っていないならば、それから始めると良いでしょう。これ

は、地域における奉仕のニーズを見極める手掛かりになります。ライオンズ

クラブ国際協会では、クラブの再活性化につながるような奉仕事業に関する

資料やアイディアを数多く用意しています。ライオンズクラブ国際協会のウ

ェブサイトに行き、「事業を計画するには」から入手できる資料をご覧下さ

い。

クラブが地域に提供した全ての奉仕の記録として、また提供している奉仕の追

跡記録をする方法として、アクティビティ報告書にクラブのアクティビティや

奉仕事業を全て記入して下さい。 
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� 公認奉仕プログラム

� 地域社会奉仕ニーズ調査

� グローバル奉仕実施キャ
ンペーン

� 事業計画 
� アクティビティ報告書

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/planning-projects/service-activity-report.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/planning-projects/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/common/pdfs/mk9.pdf
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/membership-and-new-clubs/global-membership-team/presidents-theme/global-service-action-campaigns/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/planning-projects/other-adopted-programs.php


反発    

クラブに変更を加えることで問題に対処

する場合、反発を買うことがよくありま

す。それを最小限に抑えるには、なぜ -

なに - いつ - どのように、というプロ

セス を用いて変更を行いましょう：

•   なぜ - 変更案が出ている理由を明確

に説明します。 

•   なに - 会員として何が期待できるか

を説明します。 

•   いつ - 変更が実施される日を明確に

します。

•   どのように - 変更を加えることで自

分が期待している結果について、概

要を伝えます。

このプロセスが始まった後：

•   変更に対する意見を出すよう会員を

奨励し、それに返答して下さい。 

•   現実的なスケジュールの下、期待さ

れていた結果が出ない場合には

新しいプログラムに調整を加えるこ

とを検討して下さい。 

変化を受け入れ、容認することで、クラブ

の指導者はよき模範を示して下さい。全員

が同じ考えであることを確認し、皆、同じ

目的に向かって進んでいるのだ、という団

結心を築いて下さい。

ステップ3： 

自分の計画を実施し、確認する

結果がクラブが期待しているものであるかを確認する為に、計画を定期的に

見直して下さい。覚えておいて下さい。 会員が変わるように、あなたの計画

も変わるのです。新しい会員は、新しい視点、様々な関心事や能力をクラブ

にもたらしてくれます。彼らの才能を活用しましょう。
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� ウェブでライオンズ
� ライオンズクラブPR用資料

� Eクラブハウス 

テクノロジー 

本書に含まれているこれら多くの提案の根底にあるのは、コ
ミュニケーションです。ライオンズがクラブ内で何が起きて
いるのかを知っていれば、彼らはクラブの大切な一員である
と感じ、疎外されているとは感じません。利用可能なテクノ
ロジーを使い、会員に情報を伝えたり、活動をPRすると同時
に、ライオンズとその活動を地域社会に伝えて下さい。例え
ば、オンライン・ニュースレターは、従来の紙面によるもの
より、迅速且つ安く作成できるだけでなく、簡単に配信する
ことが出来ます。

クラブが下記を利用していないならば、その幾つかの利用
を検討してみると良いでしょう：

• オンライン版ライオン誌

• Eメール

• ウェブサイト(Eクラブハウス)

• ソーシャルネットワーク

• ニュースレター/ブログ

• ソーシャル･インビテーション・サイト– 招待状を送信、

出欠の受信、行事終了後の情報送信

• 会費、寄付、行事参加費などに関する、財務関連サイト 

クラブに最も適した、簡単に最新の情報を届ける方法を選
択して下さい。安心してテクノロジーを活用できるよう、

会員のために講習会等を行うようにして下さい。 

http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/managing-a-club/e-clubhouse.php
http://www.lionsclubs.org/JA/news-and-events/lion-magazine/index.php
http://www.lionsclubs.org/JA/member-center/online-community/lions-on-the-web/index.php


会員に満足してもらい、 戻ってきてもらう方法 13

会員へのアンケート

氏名:__________________________________________________________________ 日付: ______________________________

ライオンズクラブに入会した理由は何ですか？ ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

現在クラブが行っている奉仕事業のうち、あなたにとって最も重要だと思われることは何ですか？その理由は？ ______

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

現在クラブが行っている奉仕事業のうち、あなたにとって最も重要でないと思われることは何ですか？その理由は？ __

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

クラブには、どのような新しい奉仕事業に取り組んでもらいたいですか？ ________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

ライオンズクラブには、その他のどのような活動に関与して欲しいですか？ ______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

ライオンズクラブでの経験を向上させるアイディアがありますか？ ______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

クラブに関して、どんな質問がありますか？ __________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________



会員に満足してもらい、 戻ってきてもらう方法 15

元会員へのアンケート

氏名:__________________________________________________________________ 日付: ______________________________

ライオンズクラブを退会した理由は何ですか？ ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

何年間、ライオンズクラブに在籍していましたか？ ____________________________________________________________

所属していたクラブを辞めたのですか、それとも組織としてのライオンズから離れるために退会したのですか？ ______

__________________________________________________________________________________________________________

あなたにとって最も重要であったクラブの奉仕事業は何ですか？その理由は？ ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

あなたにとって最も重要でなかったクラブの奉仕事業は何ですか？その理由は？ __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

クラブがどんなふうに変わっていたら、退会を止まる気になったと思いますか？ __________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

ライオンズクラブに、どのような活動に関与して欲しかったですか？ ____________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

ライオンズクラブでの経験を向上させるアイディアが何かありますか？ __________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
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